
■日漢協トピックス 

ISO/TC249 第6回北京全体会議開催 
 2015年 6 月1日～4日、中国の北京において、ISO/TC249 第6回全体会議(ISO/TC249 6th Plenary 
Meeting）が、12ケ国を集めて開催された。 
また併せてWG1,2,3,4,5 
およびTC215とのJWGミーティングも開催された。 
 
日本からは29名が参加し、日漢協国際対応ワーキングから 
富塚前技術委員長（WG2）と浅間生薬委員長（WG1）が 
推挙され参加した。 
 
        ～会議日程～ 
6月1日（月） 午前 全体会議、午後  WG1, WG4,WG5 
6月2日（火） 午前・午後 WG1,WG3 
6月3日（水） 午前・午後 WG2,WG4,JWG1 
6月4日（木） 午前・午後   全体会議 
 
WG1:Quality and safety of raw materials and traditional processing 
WG2:Quality and safety of manufactured TCM products  
WG3:Quality and safety of acupuncture needles  
WG4:Quality and safety of medical devices other than  
acupuncture needles  
WG5:Terminology and Informatics  
Joint ISO/TC 249 - ISO/TC 215 WG: Informatics  
                                         

開催の挨拶をする 王国強 衛生部副大臣 

全体会議の様子 



投票の結果、タイトルは Traditional Chinese Medicine に 

TC249のタイトルは、日中韓の思惑の違いから今までは 
‘Traditional Chinese Medicine（provisional）／中国伝統医学（暫定的）’とされてきた。 
しかし、本年中にタイトルが決まらない場合は、 
上部組織のTMB（Technical Management Board/技術管理評議会）が決定するとの勧告を受け、 
今回の全体会議でこの問題を改めて討議することとなった。 
6月4日の全体会議では、中国は‘Traditional Chinese Medicine’を、日韓は共同で‘Traditional Medicine’を
タイトルとして推すプレゼンを行い、その後の議論の後、 
8つのタイトル案から先ず二つを選び、その後に決戦投票へと進むこととなった。 

[8つのタイトル案] 
1. Traditional Medicine 
2. Traditional Chinese Medicine 
3. Traditional Chinese Medicine and other medical systems derived from ancient Chinese medicine 
4. Traditional Medicine derived from Chinese medicine including Chinese Medicine, Kampo and Korean Medicine 
5. Traditional Medicine: Herbs and Devices 
6. Traditional Medicine: Herbal Formulas and Devices 
7. Traditional Herbal Medicine and Medical Devices 
8. Traditional Medicine: Chinese Medicine, Kampo and Korean Medicine 
[一次投票の結果] 
A. Traditional Chinese Medicine (7 票) 
B. Traditional Medicine: Chinese Medicine, Kampo and Korean Medicine (3 票) 
C. Traditional Medicine (1 票) 
D. Traditional Chinese Medicine and other medical systems derived from ancient 
  Chinese medicine (1 票) 
[最終投票の結果]  
Traditional Chinese Medicine (8 票) 
Traditional Medicine: Chinese Medicine, Kampo and Korean Medicine (3 票) 
棄権: 日本 
‘Traditional Chinese Medicine ’が全体の過半数を獲得したので、本結果をTMBに推奨することとした。 

投票結果を発表するTC249議長 



WG1:Quality and safety of raw materials and traditional processing 
（出発原料と伝統的加工の品質と安全性:生薬） 
WG1における主な議論は次のとおり。 
 
 
 

3題のseeds and seedlingsと9題のraw material（2題：general、7題：individual）について論議 
 Schisandra Chinensis seeds and seedlings（ゴミシの種と種苗）→CD ballotへ移行 
 Salvia miltiorrhiza seeds and seedlings（タンジンの種と種苗）→修正の後、CD ballotへ移行 
 Panax Notoginseng Seeds and Seedlings（デンシチの種と種苗）→CD ballotへ移行 
 Panax Notoginseng Root and Rhizome（デンシチ）→修正の後、CD ballotへ移行 
以下、新規提案はすべてNP ballot へ移行 
 Microscopic examination on medicinal herbs（鏡検試験法） 
 Astragalus Root(Astragalus membranaceus)（オウギ） 
 Platycodon Root（キキョウ） 
 Specification and Grades for Chinese Material Medicine（規格と等級） 
 Quality of Salvia Miltiorrhiza（タンジン） 
 Quality of Ganoderma lucidum（レイシ） 
 Quality of Dendrobium officinale Kimura et Migo（テッピセッコク） 
 Quality of Radix Isatidis（バンランコン） 
 The Lonicerae japonicae Flos quality grades（キンギンカ） 
増えすぎる新規提案に対して、日本は何らかのルール化の必要性を 
提案し、ドイツ、アメリカから賛同が得られ、次回会議にて検討することとなった。 

新規提案のルール化をプレゼンする川原先生 



WG2:Quality and safety of manufactured TCM products 
（工業的TCM製品の品質と安全性:製剤） 
WG2における主な議論は次のとおり。 
 
  Quality and Safety of natural materials and manufacturing products made with natural 

materials used in and as traditional Chinese medicine（天然物原料を用いた天然製品と天
然原料の品質と安全性） 
   Part 1: General、Part 2: Identity testing、Part 3: Testing of the absence of contaminants 

Part 4: Testing of Preservatives and non wanted compounds 
→Part 3,4部分のWD作成についてエキスパート募集があり、日本から富塚氏が微生物とアフ
ラトキシンを担当 

Requirements for industrial manufacturing process of red ginseng（コウジンの工業的な工
程の要求事項）→ CD ballotへ移行 

General requirements for manufacturing process of natural products used in and as 
Traditional Chinese Medicine（工業的工程の天然製品の一般的要求事項）→開発トラックを36
ケ月から48ケ月とした 

 Labelling requirements of medicinal and food products used in and as TCM（TCMによる
医薬品と食品の表示の要求事項）→タイトルを“Traditional 
 Chinese Medicine – Labelling requirements of  
products intended for oral or topical use in and  
as TCM”とし、NP-ballotへ移行 

Panax notoginseng root and rhizome extract 
（デンシチエキス）→NP-ballot に進まず継続検討 

また、 Minimum requirements for herbal preparations 
 services in clinics（診療所等での植物薬製剤のサービスに 
関する最低限の要求事項）は、プレナリーとしてNP投票となった。 

WG2ミーティングのようす 



 
 
 
 
       
 

参加国（人数）： オーストラリア（4）、カナダ（2）、中国（112）、ドイツ（6）、イタリア（2）、日本（29）、
オランダ（1）、韓国（43）、南アフリカ（2）、スペイン（2）、タイ（8）、アメリカ（12） 

日本参加者： 
WG1&2関係者 
のみ 
 
     敬称略 

新井 一郎  (日本薬科大学) 
池田 秀子 (日本健康食品規格協会) 
伊藤 美千穂  (京都大学大学院薬学研究科) 
川原 信夫 (国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 薬用植物資源研究センター) 
柴田 敏郎 (国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 薬用植物資源研究センター) 
田中 宜之 (日本東洋医学会) 
袴塚 髙志  (国立医薬品食品衛生研究所 生薬部) 
富塚 弘之  (日本漢方生薬製剤協会 国際対応ワーキング[技術委員会]) 
浅間 宏志 (日本漢方生薬製剤協会 国際対応ワーキング[生薬委員会]) 
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